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＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

山路を登りながら

と　き（全３回） 内　容

１回目 ８月９日（火）
午前９時30分
　～ 11時30分

活動内容と介護予防の知識

２回目 ８月18日（木） 運動の知識と実技

３回目 ８月30日（火） レクリエーション、グループワーク

　幸田町では、65歳以上の人を対象に介護予防を目的とした「げんきかい」を各小学校区で実施しています。
　「げんきかい」は、「いきいき元気サポーター」と呼ばれるボランティアが主体となり、運営しています。
　「いきいき元気サポーター」として地域の高齢者と交流し、一緒に健康づくりをしてみませんか。

と こ ろ　　幸田町保健センター

対　　象　　18歳以上の町内在住者

講　　師　　幸田リハビリテーションネットワーク

　　　　　　石
いし

原
はら

 直
なお

樹
き

 氏

参 加 費　　無料

そのほか　　講座の修了者は、９月以降のげんきかい
　　　　　　にてサポーターとして活動できます
　　　　　　（月１回程度）。

申 込 み　　８月２日（火）までに幸田町中部地域包
　　　　　　括支援センター（電話62-7331）へお申
　　　　　　し込みください。

げんきかいでの体操の様子



　ウ　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
　　　ケアマネ部会（幸介連支援）３回開催、ケア

マネジャー支援145件、地域ケア会議14回開催
　エ　介護予防ケアマネジメント業務3,420件
　オ　認知症施策の推進
　　　認知症介護家族交流会７回開催、36人参加
　　　認知症カフェ　※不開催
　　　認知症初期集中支援チーム訪問・会議32回
　カ　一般介護予防事業
　　　介護・健康出前講座６回開催、79人参加
　　　介護予防教室４教室26回開催、241人参加
　　　げんきかい24回開催、320人参加
　　　いきいき元気サポータースキルアップ研修２

回開催、46人参加
　　　いきいき元気サポーター養成講座３回開催、
　　101人参加
　　　介護予防ボランティア研修会18人参加
　　　介護予防OBスキルアップ研修会２回開催、
　　23人参加
　⑵　成年後見支援センターの受託

　ア　相談および手続き59件
　イ　広報・啓発活動１件
　ウ　親族後見などへの支援１件
　エ　法人後見の受任０件
　オ　関係機関との連絡調整7件
　カ　運営委員会などの開催６回
　⑶　日常生活自立支援事業の受託

　　契約数延べ14件

　⑷　各種貸付、相談事業の実施
　ア　貸付
　　　相談36件、生活福祉資金15件、たすけあい資

金21件
　イ　新型コロナウイルス感染症特例貸付
　　　相談218件、生活福祉資金210件
　ウ　司法書士による法律困りごと相談21件
　
４　介護・生活支援サービス部門
　⑴　見守り事業の実施

　ア　見守り配食事業
　　　延べ利用者数1,498人、配食数16,906食、委託

事業者数４事業所
　イ　友愛訪問活動
　　　友愛訪問員数7人、訪問対象者数32人、延べ

訪問回数242回
　⑵　居宅介護支援事業所の運営

　　ケアプラン作成443件
　⑶　訪問介護事業所の運営

　　ホームヘルパー派遣
　　介護保険サービス2,247回、障害福祉サービス

2,390回、移動支援285回、養育支援０回
　⑷　障がいのある人に対する相談支援

　　サービス等利用計画などの作成89件、モニタリ
ングの実施265回

令和３年度　 事業報告　および決算事業報告　および決算

介護保険事業
53,535,488円（36.27％）

地域包括支援センター事業
41,657,112円（28.22％）

法人運営事業等
35,075,455円
（23.76％）

町補助金、
共同募金配分金等
39,735,069円
（26.92％）

障害福祉サービス等事業
14,411,174円（9.76％）

受託金 12,863,657円（8.71％）

会費 3,439,700円（2.33％）

積立資産取崩 3,972,402円（2.69％）

寄附金 399,004円（0.27％）

その他の収入等 414,834円（0.28％）

貸付事業 154,000円（0.11％）

前期繰越金 18,690,602円（12.66％）

ホームヘルパー事業 15,404,926円（10.43％）

地域福祉活動推進事業 8,578,859円（5.81％）

成年後見支援センター事業 5,773,370円（3.91％）

居宅介護支援事業 5,695,429円（3.86％）

見守り配食事業 5,917,100円（4.01％）

企画広報事業 1,042,434円（0.71％）

共同募金配分金事業 3,495,799円（2.37％）
資金貸付事業 773,225円（0.52％）

次期繰越金
19,492,881円
（13.21％）

障害相談支援事業 3,932,552円（2.66％）

福祉サービス利用援助事業 732,678円（0.50％）

ボランティア事業 44,110円（0.03％）147,615,930円

収入 支出

決算総額

社協だより　ともに生きる　令和４年７月号 02



　Ⅰ　役員会等の開催状況

理事会３回、評議員会２回、監査会１回

　Ⅱ　令和３年度の主な取り組み

１　法人運営部門
　⑴　経営基盤の確保

　　自主財源や公費財源を安定的に確保、財務諸表
の公表

　⑵　職員の資質向上
　　外部研修84回、内部研修７回

２　地域福祉活動推進部門
　⑴　第２期地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進

　　基本理念の実現に向けた地域住民および関係機
関などとの協働

　⑵　第１層生活支援コーディネーター業務の受託
　ア　第１層生活支援コーディネーターの配置
　イ　小学校区別ふくしネットワーク会議の開催
　ウ　福祉委員会、学区福祉あんしん見守り隊への
　　継続支援
　⑶　地域でのサロンやサークル活動への支援

　　ふれあい・いきいきサロン26団体、127回開催
　⑷　ボランティアセンターの機能充実

　ア　ボランティア相談16回

　イ　登録数　団体37団体、個人２人
　ウ　社会福祉協力校の委嘱10校
　エ　福祉実践教室７校、９回開催
　オ　青少年等ボランティア福祉体験学習　※不開催
　⑸　災害に対する備え

　　災害時ボランティア支援本部の設置訓練　※中止
　⑹　福祉車両・福祉用具・レクリエーション用具な
　　どの貸出

　ア　福祉車両225回、レクリエーション用具28回、
災害用物品32回、福祉用具など146回

　イ　福祉用具リサイクル　譲受０件、譲渡０件
　⑺　福祉実践活動者への費用助成

　　高齢者スポーツ指導者および子ども支援事業の
助成

　⑻　福祉６団体事務局の運営、活動支援
　ア　各種福祉団体の事務局運営
　イ　福祉団体の自主運営化に向けた情報提供や活
　　動内容の提案
　⑼　広報活動

　ア　社協広報誌「ともに生きる」を年４回発刊
　イ　ホームページでタイムリーな情報の発信
　⑽　赤い羽根共同募金配分金の有効活用

　　福祉団体、サロン、保育所などへの活動費助成

３　相談支援・権利擁護部門
　⑴　地域包括支援センターの受託

　ア　総合相談2,196件、実態把握139件
　イ　権利擁護業務214件

令和３年度　 事業報告　および決算事業報告　および決算

介護保険事業
53,535,488円（36.27％）

地域包括支援センター事業
41,657,112円（28.22％）

法人運営事業等
35,075,455円
（23.76％）

町補助金、
共同募金配分金等
39,735,069円
（26.92％）

障害福祉サービス等事業
14,411,174円（9.76％）

受託金 12,863,657円（8.71％）

会費 3,439,700円（2.33％）

積立資産取崩 3,972,402円（2.69％）

寄附金 399,004円（0.27％）

その他の収入等 414,834円（0.28％）

貸付事業 154,000円（0.11％）

前期繰越金 18,690,602円（12.66％）

ホームヘルパー事業 15,404,926円（10.43％）

地域福祉活動推進事業 8,578,859円（5.81％）

成年後見支援センター事業 5,773,370円（3.91％）

居宅介護支援事業 5,695,429円（3.86％）

見守り配食事業 5,917,100円（4.01％）

企画広報事業 1,042,434円（0.71％）

共同募金配分金事業 3,495,799円（2.37％）
資金貸付事業 773,225円（0.52％）

次期繰越金
19,492,881円
（13.21％）

障害相談支援事業 3,932,552円（2.66％）

福祉サービス利用援助事業 732,678円（0.50％）

ボランティア事業 44,110円（0.03％）147,615,930円

収入 支出

決算総額

社協だより　ともに生きる　令和４年７月号03



中部地域包括支援 センターだより中部地域包括支援 センターだより

　おれんじカフェは、認知症の人やそのご家族が穏やかに過ごすことのできる場所です。福祉の
専門職に介護などに関する悩みを相談することもできます。

と　き　毎月第２金曜日　午後２時～３時

ところ　ハミングバードカフェ（幸田町役場内）

内　容　お茶を飲みながら、認知症に関心のある仲間と

　　　　日ごろの不安や体験談、失敗談などを気軽にお

　　　　話しできます。

対　象　町内在住または在勤で、認知症の人やその家族、

　　　　認知症予防に興味のある人

参加費　無料　＊飲食代は実費負担

そのほか　参加は自由で、事前のお申し込みは必要ありません。

と　き　８月26日（金）　午前10時～ 11時30分

ところ　中央公民館

内　容　認知症の基礎知識を学習し、相手の立場を思いやり行動する大切さを学びます。

対　象　町内の小学３年生から６年生とその家族

定　員　30人　＊先着順

講　師　幸田町中部地域包括支援センター　職員

参加費　無料

申込み　８月１日（月）から19日（金）までに幸田町中部

　　　　地域包括支援センター（電話62-7331）へお申し

　　　　込みください。

「おれんじカフェ（幸田町認知症カフェ）」を開催します

「夏休み家族で学ぼう認知症講座」を開催します
　認知症の人が暮らしやすい町づくりを行うため、小学生やその家族を対象とした認知症サポー
ター養成講座を開催します。

高齢者や介護に関する悩みや疑問など、なんでもお気軽にお問い合わせください。

幸田町中部地域包括支援センター　電話62-7331　FAX62-7254

ロバ隊長

社協だより　ともに生きる　令和４年７月号 04



中部地域包括支援 センターだより中部地域包括支援 センターだより

と　き 内　容 申込み開始

７月20日（水）

午後２時～４時

福祉サービスとその活用 ６月16日（木）から

８月19日（金） 家庭で使える福祉用具 ７月20日（水）から

９月21日（水） 高齢者施設の選び方
～どこで最期を迎えるか～ ８月17日（水）から

10月26日（水） 「難聴」の理解
～耳が聞こえないってどういうこと～ ９月21日（水）から

「介護予防ボランティア研修会」を開催します
　介護予防について学び、地域でボランティアとして活動しませんか。

対　象　町内在住または在勤で、介護予防のボランティア活動をしている人、ボランティア活動に
　　　　関心のある人
講　師　日本福祉大学社会福祉総合研修センター　講師
参加費　無料
申込み　7月19日（火）から幸田町中部地域包括支援センター（電話62-7331）へお申し込みください。

　テレビや友達との話で介護の話題が出て、漠然と不安に思ったことはありませんか？この機会
に介護について学び、将来に備えましょう。また、現在介護をしている人にも役立つ情報が満載
です。

ところ　さくら会館　第一研修室
対　象　町内在住または在勤で、家族を介護している人、家庭介護の知識を身に付けたい人
定　員	 各日18人　＊先着順
講　師	 日本福祉大学社会福祉総合研修センター　講師
参加費	 無料
申込み　申込み開始日以降に幸田町中部地域包括支援センター（電話62-7331）へお申し込みください。

「家族介護教室」を開催します

と　き ところ 内　容 定　員
＊先着順

８月５日（金）

午後２時～４時

さくら会館
超高齢社会における住民の主体的地域
活動の必要性と心構え

30人

９月７日（水） 中央公民館
家庭でできる脳いきいきトレーニング
～認知症予防にむけて～

40人

社協だより　ともに生きる　令和４年７月号05



　発達障がいとは、生まれつきみられる脳の働きの違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状
態です。ご本人の特性と周囲の環境、人間関係などの相互関係から、日常生活で困難さを感じることがあります。
　生きづらさを感じながらも学校・職場で日常生活を送っていた人が、大人になってから自身で発達障がいに気
づくことが増えてきたと言われています。

　日ごろの悩みや困りごとなど、同じ境遇にある仲間と気軽に話ができる交流会を開催します。
　お気軽にご参加ください。

と　き　７月23日（土）、10月22日（土）、令和５年１月28日（土）
　　　　午後２時～３時30分

ところ　自宅またはZoom環境のある場所（オンライン開催）
対　象　18歳以上で、発達障がいやその疑いがあり、日常生活
　　　　に困難さを感じている人
　　　　＊診断（自己診断可）・未診断は問いません
　参加費　無料
申込み　開催日の３日前までに、幸田町社協相談支援事業所へ
　　　　電話（62-7171）、メール（info@kotashakyo.jp）、
　　　　右記のLINE、Googleフォームのいずれかにてお申
　　　　し込みください。

「おとなの発達障がい当事者のためのZoom交流会」を開催します

▲Googleフォーム

自分の「生きづらさ」の原因が分か
らず、周囲からも理解されなくて

「自分は受け入れられていない」と
悩んでいませんか？

● コミュニケーション（対人関係）
　 の障がい
● 興味や行動への強いこだわり

発達障がいの大まかな分類と特徴

●「読む」「書く」「計算する」などの
　 特定の学習のみに困難が認められる

● 集中できない
● じっとしていられない
● 考えるよりも先に動く

ＬＤ
（学習障がい）

ＡＤＨＤ
（注意欠如・多動症）

ＡＳＤ
（自閉スペクトラム症）

幸田町社協相談支援事業所からのお知らせ幸田町社協相談支援事業所からのお知らせ
「大人の発達障がい」をご存じですか？

あなたの周りに、仕事で度々トラ
ブルが起きたり、職場内の人間関
係で悩んでいる人はいませんか？

匿名OK!
顔を出さなくてOK!

▲LINE公式アカウント

社協だより　ともに生きる　令和４年７月号 06



介護職員初任者研修修了者相当、実務者研修修了者相当または介護福祉士の資格を有し
ている人

若干人

ホームヘルプ業務

利用者宅

午前８時30分から午後５時15分までの範囲内で
月間勤務予定表で定める日

時給1,530円～ 1,710円
＊採用後６カ月は新人期間として時給1,500円～ 1,680円

履歴書（３カ月以内に撮影した写真を貼付、市販のもので可）、資格証明書の写し

随時、幸田町社会福祉協議会へ窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
幸田町社会福祉協議会（幸田町福祉サービスセンター内）
〒444-0113　幸田町大字菱池字錦田82番地４
＊窓口での受付時間は、午前８時30分～午後５時15分（土日祝日は除く）

⑴　採用は書類審査および面接により決定します。
⑵　提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。

幸田町社会福祉協議会　
電話（0564）62-7171　FAX（0564）62-7254

家事支援の様子

令和４年度　役員会等開催報告
理事会
第１回理事会／６月８日（水）
　議事事項　給与規則の一部改正、令和３年度事業報告及び令和３年度計算書類等の承認、定時評議員会の
　　　　　　招集

評議員会
定時評議員会／６月23日（木）
　議事事項　令和３年度事業報告及び令和３年度計算書類等の承認

監査会
５月2７日（金）
　監査事項　令和３年度事業報告及び令和３年度計算書類等

受 験 資 格

採用予定人員

勤 務 内 容

勤 務 場 所

勤 務 期 間

賃 金

提 出 書 類

応 募 方 法

そ の ほ か

問 合 せ

幸田町社会福祉協議会
ホームヘルパー（非常勤職員）の募集

幸田町社協相談支援事業所からのお知らせ幸田町社協相談支援事業所からのお知らせ

利用者と楽しく会話をしながら
昼食を作るヘルパー

社協だより　ともに生きる　令和４年７月号07



この広報紙は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金の配分金によって作成しています。

編集・発行

社会福祉法人  幸田町社会福祉協議会
〒444-0113 愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82-4
電話（0564）62-7171　 FAX（0564）62-7254
居宅介護支援事業所　　　　電話（0564）64-1069
訪問介護事業所　　　　　　電話（0564）83-7273
中部地域包括支援センター　電話（0564）62-7331
メール　info@kotashakyo.jp

ホームページ
http://kotashakyo.jp/

ご寄付紹介（順不同・敬称略）　　　　　　　　　               　　　　　　　　　　Ｒ４. ３.12 ～Ｒ４. ６.10　　

●現金　合同会社筆柿の里幸田　20,000円　　平成21年度幸田町区長会　8,868円
　　　　㈱石原組従業員一同　6,000円　　ＡＫＧ63　5,591円
　　　　合同会社Ｆｉｔｎｅｓｓこうた社員一同　4,500円　　 　　　　ありがとうございました
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幸田町社会福祉協議会

令和４年10月１日採用
幸田町社会福祉協議会職員の募集

１　職種・採用予定人員・受験資格

４　そのほか
　⑴　募集要項をよくご確認の上、お申し込みください。なお、募集要項、

受験申込書などは、幸田町社会福祉協議会でお渡しするほか、幸田
町社会福祉協議会ホームページからもダウンロードできます。

　⑵　提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。

５　問合せ
　幸田町社会福祉協議会
　電話（0564）62-7171　FAX（0564）62-7254

３　試験申込み・受付期間

２　試験日程・会場・試験内容

区分 受付期間 受付場所 備考

窓口受付
７月22日（金）
まで

幸田町社会福祉協議会
（幸田町福祉サービスセンター内）
〒444-0113
幸田町大字菱池字錦田82番地４

受付時間は、午前８時30分～
午後５時15分（土日祝日は除く）

郵便受付 受付期間末日の消印まで有効
（消印なきものは無効）

試験日 会場 試験内容

８月６日（土） 幸田町福祉サービスセンター 基礎能力検査（言語、数理、論理）、職場適正検査、
面接

職種 採用人員 学歴 受験資格

社会福祉
総合職 若干人

大学
・

短大

以下を満たす人
・昭和38年４月２日以降に生まれた人で、左記学歴を卒業または令和４

年９月30日までに卒業見込みの人
・社会福祉士資格または介護支援専門員資格を令和４年９月30日までに

取得または取得見込みの人
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